北陸先端科学技術大学院大学 研究室レポート

Knowledge
Science
知識科学研究科

池田 研究室

知 の 創 造・継 承 プ ロ セ ス を 支 え る
知識システム構築論への
オ ント ロ ジ ー 工 学 的 ア プ ロ ー チ

科学技術のフロンティアを拓く

北陸先端科学技術大学院大学

Japan Advanced Institute of Science and Technology,
Announcement of Researchers

北陸先端科学技術大学院大学
知識科学研究科

池田 研究室 ●

● ●

知の創造・継承プロセスを支える
知識システム構築論への
オントロジー工学的アプローチ。
知はどのように生まれ、
どのように発展し、
どのように役立つのか。
オントロジー工学を基礎に、知の創造・蓄積・普及の系譜をモデル化する。

知識の創造、
蓄積、継承を促す
インターネット技術やマルチメディア技術
の普及にともない、人間の知的な活動を
支える上で情報システムが大きな役割を
果たすようになっている。人間にとっての
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知識とは何かを考え、知的な作業の一部
分をコンピュータに代行させることでユー

Ikeda

ザーがより専門的な仕事に集中できるシス

めには知識を階層的に整理し共有するた

テムを構築する研究が知識工学や人工知

めの一般的な指針が必要である。オントロ

Laboratory

能の分野で進んでいる。こうした背景から

ジー工学はこうした指針を多くの人間と多

生まれたのがオントロジー工学である。池

くのコンピュータが共有するための基礎に

田満教授はオントロジー工学を基礎として

なる情報技術であり、いわば概念辞書の

知の創造・蓄積・継承を促す情報システム

作り方について研究する分野である。いい

の構築方法論に関する研究を行っている。

辞書ができれば、知識の整理・利用・交流

その目的は常に「知識の工学的モデルを

がより円滑になる。

構築すること」にあるという。
「工学は近似。人間の仕事を機械が行う
のではなく、人間が良い仕事ができるよう
に機械がサポートする。それは今私が展開

次世代ウェブの概念、
セマンティックWeb
セマンティックWebとは、
メタデータ
（情報

している学習支援やナレッジマネジメント

に関する情報）
をウェブに持たせることでコ

支援の研究などすべてに共通することです」。

ンピュータがその内容を理解できるようにし、

オントロジー工学とは

情報を自動的に処理させる技術のことで
ある。たとえば本を情報とすれば、著者や

「新車をA氏に売り、
これを買い戻して中

分類、発行年度がメタデータにあたる。ウ

古車としてB氏に売った。コンピュータ上で

ェブ上の膨大なデータにメタデータが付加

はこの車を同じ自動車として表現するのか、

されれば、データの整理・統合に関する意

それとも別の商品であると表現するのか」―。

味的推論が可能になる。

現実の世界とコンピュータの世界の情報

セマンティックWebが実現すれば、ユーザ

伝達式の構造が一致していなければ、上

ーがあふれる情報をより容易に活用できる。

記の例で知識モデルを作ることはできない。

たとえば海外旅行の際に航空券予約、ホ

人工知能を作るためには知識をコンピュー

テル予約、
コンサートチケット予約といった

タシステムに与えなければならない。そのた

一連の作業を、ユーザーの要望に合わせ

て探索し予約してくれるようなエージェント

セマンティックWebがe-Learningやナレッ

e-Learningに関する標準化活動にも貢献

が構築できるだろう。こうした技術の基礎

ジマネジメントと結びついたときの大きな可

している。標準規格のLMS（Learning

となるのもオントロジー工学である。

能性に注目し、
その基礎技術の研究を進

それ
Management System）の研究や、

セマンティックWebの実現には、
ウェブの自

めている。メディア教育開発センターや教

に付随した高度なオーサリングシステム・

由な成長と信頼性の保障を同時に実現し

育政策研究所のウェブページでは、大学

学習支援システムに携わることができると

なければならない、
データは国やコミュニティ

のカリキュラムや小学校の教育プログラム

いう点は、学生にとっても大きな魅力とな
っている。

ごとに異なる形式で管理されているなど多

にメタデータを付加することで検索が可能

くの課題がある。膨大なウェブ情報にいっ

となっており、
セマンティックWebのひとつ

たい誰がメタデータを付加するのかという問

の出発点と見ることができる。

題もある。
しかし池田教授は言う。
「第一世
代のウェッブが生まれた時にも、誰がコンテ

2003年に設立したばかりの池田研究室で

ンツを作るだろうかと疑問視する向きも多か

あるが、
すでに複数の企業とe -learningや

ったのですが、今は情報発信・情報獲得の

ナレッジマネジメントについての共同研究

道具として主流です。メタデータなどの知識

を進めている。池田教授はISO SC36（教育・

情報もやがて普及・浸透するでしょう。その

訓練のための情報技術に関する国際標

ためにもセマンティックWebに関する基礎・

準規格）のメンバーであり、協調学習に関

応用の両面での研究は重要です」。

するワーキングループで主査を務めるなど

教育工学
学校教育、企業内教育など、教育は人間
の 重 要 な 活 動 の 一 つ である 。現 在
e-Learningが急速に普及しており、資格
試験対策講座・企業内教育・大学教育な
どの学習コンテンツがe-Learningにより提
供されるケースが増えている。池田教授は今、
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主 な 研 究 テ ー マ
1）オントロジー工学の基礎と応用に関する研究

3）知的学習支援に関する研究

近年、知識の整理・活用を支える知識情報処理技術へのニーズが

学習は、知の創造と継承において中核になる、個人の成長にとっても、

高まっている。オントロジー工学は、
そのようなニーズに応えるうえで重

組織の成長にとっても重要な活動である。

要な役割を果たす基礎技術として広く関心を集めている新しい研究

本研究室では、
この活動を支援する知識情報システムについて、様々

分野である。知識を構成する概念を体系化した電子化辞書を構成し、

な角度から研究を進めている。特に、ナレッジマネジメントと学習支援

それを基礎にした知識情報処理技術を開発することを目的としている。

システムの連携モデル、学習コンテンツのデザイン支援、e-Learning

本研究室では、
オントロジー構築法論・構築支援ツールに関する基

の技術標準を基礎にした学習コンテンツ流通基盤、学習コンテンツ

礎研究を進めながら、
その成果を様々な対象に応用する研究を行っ

に関する著作権法のモデル化などについて、
オントロジー工学的手

ている。応用研究としては、以下に示すように、ナレッジマネジメント

法を用いた基礎研究を行っている。また、基礎研究の成果を応用し、

支援システム、知的学習支援システム、
セマンティックウェブに関す

ナレッジマネジメントと学習支援システムの連携モデルについてソフト

る研究を行っている。

ウェア開発知識を対象として企業との共同研究を進めている。

2）組織知の創造・継承の支援：
ナレッジマネジメント支援システム

ウェブの普及に伴い、様々な情報がインターネット上で提供されるよう

4）セマンティックウェブに関する研究

オントロジー工学を基礎にして、知の創造・継承プロセスを支える知識情

になってきたが、一方で情報の氾濫へがもたらす問題も顕著になっ

報システムの開発を進めている。組織では、初心者・熟達者、実践者・研

てきている。そのなかで、
ウェブ情報を意味的に処理し、
より的確に、

究者など様々な役割の人が組織知の成長に関わっている。また、組織

かつより容易にユーザが情報にアクセスできるようにする技術として

によって対象とする知識内容も当然異なっている。このような多様性の

セマンティックウェブが関心を集めている。本研究室では、
オントロジ

高い知的活動を支援するシステムでは、ユーザの活動を適切に支える支

ー工学を基礎として、大量で不均質な知識・サービスの中から、適切

援モデルを構成することが非常に難しい。本研究テーマでは、
オントロジ

なものを選択し、容易に活用できるような仕組みの開発を目指している。

ー工学を基礎にしたナレッジマネジメント支援システムの開発と、
それを

現在、情報家電を対象とした知的情報ポータルの開発を目指し企業

特定の組織形態・目的・知識内容に適応させる手法の確立を目指して

と共同研究を行っている。

いる。現在、
ソフトウェア開発、衣料デザインを対象として研究を進めている。
ナレッジマネジメント

セマンティックウェブ技術基盤を基礎にした
ナレッジマネジメント・システム

支援

教育工学

組織知マネジメント支援システム
人的資源管理支援システム

人的資源管理

情報
システム

オントロジーアウェアな
学習コンテンツデザイン環境

オントロジー
工 学

問題解決
・対象領域

e-Learning
コミュニティ形成
セマンティックウェブ

システム
設計・開発
学習コンテンツオントロジー
組織知の創造・継承活動オントロジー

分析
オントロジー
・モデル

コンピテンシーオントロジー
ソフトウェア工学知識体系

使用装置

オントロジー考究環境（オントロジーサーバ、
オントロジーエディタ、高性能ワークステーション等）

キーワード

オントロジー、ナレッジマネジメント、
セマンティックウェブ、教育工学、e-Learning
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宇都宮大学工学士（1984）、宇都宮大学工学修士（1986）、大阪大学工学博士（1989）
＜職歴＞
宇都宮大学工学部助手（1989）、大阪大学産業科学研究所助手（1991）、大阪大学産業科
学研究所助教授（1997）、北陸先端科学技術大学院大学知織科学研究科教授 (2003-）
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専門
人工知能、知識工学、教育工学
主な研究課題
組織知の継承・創造活動のモデルに基づく組織知マネジメント支援システムの構築
オントロジーアウェアな学習コンテンツデザイン環境の構築
コンピテンシーオントロジーの構築
SemanticWeb技術基盤を基礎にしたナレッジマネジメント・システムの設計と開発
主な著書・論文・講演発表

池田 満，
溝口理一郎, 情報処理学会論文誌，
vol.44，
no.11，
pp. 2617-2627，
2003．
・Kfarm: An Ontology-aware Support Environment for Learning-Oriented
Knowledge Management, Hayashi, Y., Tsumoto, H., Ikeda, M., and
Mizoguchi, R, 教育システム情報学会英文論文誌, 1, 1, pp. 80-89, 2003
・オントロジーアウェアな学習コンテンツ設計環境, 林 雄介，
山崎龍太郎，
池田
満，
溝口理一郎, 情報処理学会論文誌, 44, 1, pp. 195-208, 2003
・対象モデリングの視点から見た知識表現, 溝口理一郎，
池田満，
來村徳信, 人
工知能学会誌レクチャーシリーズ「哲学とAIにおける対象世界モデリング」
〔第
７回〕, 18巻, ２号, pp. 183-192, 2003

・実践・教育複合型協調学習場の設計支援に向けたオントロジー工学的アプロ
ーチ武内 雅宇, 林 雄介, 池田 満, 溝口 理一郎人工知能学会論文誌, Vol.
21, No. 2, pp.184-194, 2006.

・コンピテンシーオントロジーに基づく人的資源開発の設計支援アプローチ, 平
田謙次, 池田満, 溝口理一郎, 教育システム情報学会誌, Vol. 18, No. 3,
pp.340-351, 2001

・テキスタイルデザインにおける心的イメージの表現手法，
小川泰右，
池田 満，
第
５回シナリオ創発ワークショップ，
pp. 47-52，
チャンス発見コンソーシアム，
2006．

・Ontology more than a Shared Vocabulary, Ikeda, M., Hayashi, Y., Jin,
L., Chen, W., Bourdeau, J., Seta K., and Mizoguchi R.,Proceedings. of
Artificial Intelligence in Education 99 Workshop on Ontologies for Intelligent
Educational Systems, pp. 85-92, 1999

・人工知能学辞典第18章 教育支援，
編集 池田満，
共立出版，
2005
・An Intention-oriented Model of Copyright Law for e-Learning:
International Semantic Mapping of Copyright Laws Based on A
Copyright Ontology, Lu, W., Ikeda, M., Proceedings of International
Conference on Computer and Education 2005, pp.753-756, 2005
・オントロジーに基づいたソフトウェア工学知識体系化における著者の意図と利
用者の視点の明示化, 朱 霊宝, 池田 満, 落水 浩一郎, 情報処理学
会研究報告 2005-FI-81(6), pp．
45-52，
2005．
・複合的な感性情報としての心的イメージ伝達支援，
小川泰右，
林雄介，
池田 満
人工知能学会2005年全国大会，
1C3-03, 2005.
・ソフトウェア工学知識の体系化とその管理法に関する一接近, 朱 霊宝, 池田
満,落水 浩一郎,情報処理学会研究報告 2004−SE- 145(7），
pp．
45-52, 2004．
・知の創造・継承のモデル化と支援システムのデザイン，
池田 満，
林 雄介, ヒュー
マンインタフェース学会誌・論文誌 学習・創造・インタラクション特集，
Vol. 6，
No.2，
pp. 19-26，
2004．
・オントロジーを基礎にした学習活動のモデリング，
池田 満，
林 雄介, 教育システ
ム情報学会誌，
Vol. 21，
No.3，
pp. 168-177，
2004．
・オントロジーベースの学習理論実践コミュニティ形成支援システムに関する考
察 ─ 知識変換力学習理論を対象として ─，
増渕俊行，
池田 満，
林 義樹, 日本
教育工学会第20回全国大会講演論文集，
pp. 943-944，
2004．
・Intellect Disclosure Support Based On Organizational Intellect Model,
Ikeda, M., Hayashi, Y., etc., ISWC2004 Workshop on Applications of
Semantic Web Technologies for E-learning, 2004
・Intellectual Reputation to Find a Right Person for a Right Role in
Creation/Inheritance of Organizational Intellect", Hayashi, Y. and Ikeda,
M, Proceedings of Internatinal conference on Intelligent Tutoring System
2004, pp. 273-284, 2004.
・知の創造・継承支援へのオントロジー工学的アプローチ，
池田 満, 情報処理
学会研究報告 2003-GN-49 (6)，
pp. 31-36，
2003．
（招待講演）
・協調学習におけるインタラクション分析支援システム，
稲葉晶子，
大久保亮二，

・An Ontology for Building A Conceptual Problem Solving Model, Ikeda,
M., Seta, K., Kakusho, O., and Mizoguchi, R., Proceedings. of ECAI 98
Workshop on applications of ontologies and problem-solving model, pp.
126-133, 1998
国際貢献・国内貢献等
・Asia-Pasific Society for Computers in Education, Executive
Committee(2005-)
・International Conference on Intelligent Tutoring Systems, Steering
Committee(2003-)
・International Conference on Computers in Education 2005, Program
Committee Chair (2004-2005)
・International Conference on Intelligent Tutoring Sywstems 2006,
Program Committee Chair (2005-)
・日本教育工学会, 理事(2001-)
・教育システム情報学会, 理事(2005-)
・人工知能学会，
評議員(2003-)
・人工知能学会，先進的学習科学と工学研究会，主査(2006-)
・人工知能学会，
セマンティックウェッブとオントロジー研究会，
副委員長(2005-)
・ISO/IEC JTC1 SC36 (教育のための技術標準委員会）, 国内委員
・ISO/IEC JTC1 SC36 WG2（協調学習のための技術標準委員会）,
国内委員会主査
共同研究の希望テーマ
・オントロジーを基礎にしたナレッジマネジメント支援システムの研究・開発
・e-Learningシステムの研究・開発
・セマンティックウェブ関連技術の開発と応用
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E-mail ricenter@jaist.ac.jp HPアドレス http://www.jaist.ac.jp/ricenter/index.html

学術協力課 連携推進室 産学連携係
TEL 0761-51-1906 FAX 0761-51-1919

池田研究室

E-mail renkei@jaist.ac.jp

TEL：0761-51-1735 FAX：0761-51-1149
http://www.jaist.ac.jp/ks/labs/ikeda/ E-mail

ikeda@jaist.ac.jp

